
第２次佐賀市総合計画・中間見直し案に対する意見（総合計画審議会）

番号 項目（施策名など） 委員名 意見 趣旨、理由など 対応 見直し素案（修正前） 見直し素案（修正案）※青字 担当課

1 計画全般 橋本委員 市民意識調査の回収率はどのくらいか。
成果指標の数値の根拠となるよう、どの程度の意
識調査をされたかが必要となる。

配布数は5,000件に対し、回収数は1,576件であ
り、回収率は31.5％である。

＜別紙１＞

⇒ 企画政策課

2 計画全般 三浦委員
社会潮流の変化について、基本計画に入る前段と
して、佐賀市の最大の課題が何かを示せないか。

社会潮流の変化は、日本全体、佐賀市に限らずど
この都市でも共通の社会情勢の変化と感じる。都
市間競争が非常に厳しい中、佐賀市として社会情
勢の変化の特に重要な課題なのかを前段の部分で
整理した方がよい。個別の政策に入るとそれぞれ
の課題が出てくるが、一番重要な課題は何かをも
とに、具体的な基本計画に入ったほうが、市独自
の新たな取組というものが出てくるのではない
か。

ここでは国を取り巻く大きな社会潮流として整理
しているが、市を取り巻く環境という意味でも基
本的には同様に捉えることができると考えてい
る。
その上で、ご指摘のとおり、市独自の視点で捉え
直すことが必要と思う。その意味で、今回、本市
の特徴を整理するために、野村総合研究所の成長
可能性都市分析の結果を活用し見直し案を整理し
ているところである。
何が重要な課題かという点では、「人口減少問題
への克服」「地域経済の活性化」という課題に対
して、まち・ひと・しごと創生総合戦略を、別
途、策定している。

＜別紙２＞

⇒ 企画政策課

3 計画全般 金子委員

5-4自ら学ぶ生涯学習の推進において、成果指標が
2013年度の数値や当初予定の目標値よりも下がっ
ているのに、2024目標値は現状どおりとなってい
るが、目標を達成する見込みはあるのか。

現在の達成状況が非常に低いが、目標値は当初の
ままとなっている。目標値を変えないのであれ
ば、取組に何らかの追加記載が必要ではないか。

＜別紙３＞ ⇒
別添資料３－
別紙３のとお
り

4 計画全般 橋本委員

今回の見直し案の中に「ＳＤＧｓ」の理念や考え
方を盛り込むべきではないか。すべては難しくて
もここが、１７の目標のここに該当する等を明示
するべきではないか。
優先的に取り組む目標・ターゲットの検討とビ
ジョンの策定等が必要ではないか。

人口減少、高齢化等の課題を客観的に分析し、
2030年には、どのような姿になるのか等が、ＳＤ
Ｇｓの基本理念であり、まさに佐賀市が抱える課
題である。ローカルな課題とグローバルな課題の
双方に取組む理念は、佐賀市の総合計画には欠か
せない。気候変動問題の根幹は、経済の問題も欠
かせない。ラムサールにおけるワイズユースの考
え方と同じで、環境と経済活動のバランスが重要
となっているなど、部門を超えた見直しも重要で
ある。

ＳＤＧｓは、総合計画を見直しを検討するにあた
り、必要な視点の１つと認識しており、社会潮流
の２項目目（後半３行）にその内容を記載をして
いる。総合計画を進めることがＳＤＧｓを進めて
いくことにつながるよう、各分野ごとにその理念
や考え方を取り入れることで見直しを検討してお
り、ＳＤＧｓ１７ゴールと総合計画３６施策との
関連を整理している。

＜別紙４＞

⇒ 企画政策課

5 計画全般 戸田委員

成果指標として市民意向調査の結果が多く用いら
れているが、当初策定時から市民意向調査を積極
的に使うという方針だったのか。市民意向調査の
結果をグラフ化して掲載しておられるのはとても
良いことだと思うが、他に利用可能な指標がある
場合は市民アンケートではない指標も使った方が
よいのではと考える。

市民意識をはかるアンケートは重要な指標の一つ
と考えている。利用可能な指標がある場合は、社
会潮流の変化も踏まえながら、施策ごとに検討を
行い、客観的な指標の追加や置換を行ったところ
であり、適宜修正等は可能と考えている。

⇒ 企画政策課

6 計画全般 戸田委員

計画策定時の基準値を生かし「基準値（2013）」
「現在（2018）」「将来　目標値（2024）」とす
るか、基準値は変ったとし「（2013）」「現在
基準値（2018）」「将来　目標値（2024）」とで
きないか。

成果指標と目標値の表の「基準値（2013）」とい
う表現はわかりにくい。改定前のように目標値が
並ぶのはわかるが、基準値が2つ並んでしまうのは
説明が必要と感じる。ただし、計画策定時の基準
値を掲載する意義は大きいと思う。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。
「基準値（2013）」
「現在　基準値（2018）」
「将来　目標値（2024）」

⇒
「2013策定時　基準値」
「2018 現在 　基準値」
「2024 将来 　目標値」

企画政策課

令和元年７月２３日

第２回総合計画審議会

＜資料３＞

1



第２次佐賀市総合計画・中間見直し案に対する意見（総合計画審議会）

番号 項目（施策名など） 委員名 意見 趣旨、理由など 対応 見直し素案（修正前） 見直し素案（修正案）※青字 担当課

7 計画全般 櫃本委員
人口減少の中、見直し案では現行より人口増に
なっています。その理由は何か。

もし、外国人材の増加であるならば、市民として
の理解や支援ニーズの促進だけでなく、行政の支
援もかなり必要になるのではと思う。

計画策定当初の推計に比して、転入転出が改善し
たことが要因である。なお、ご意見のとおり、在
住外国人の増加傾向も見られ、今後も続くと予想
されることから、「6-1参加と協働によるまちづく
り（多文化共生の推進）」の項目に、新たな取組
方針を加えたところである。

⇒ 企画政策課

8 計画全般 中野委員

【策定背景】
＜人口＞
少子・高齢化が進行する中、外国人の割合の推移
を示すなど、これからは必要ではないか。
＜産業＞
就業人口には外国人労働者の人口割合の推移を示
すとよいのではないか。

グローバル化の進展として海外からの観光客増え
ている中、2019年に出入国管理法が改正されて、
より外国人労働者が増えてくる。外国人労働者が
増えることでの先駆けた対策が多方面に必要にな
る。佐賀県でも外国人居住者への対応を充実させ
るために多方面で準備中だが佐賀市ではどうか。

人口や産業などの詳細な特徴は各施策の中で整理
して、今回の見直し検討を行ったところである。
外国人の割合が人口、就業ともに増加がしている
ことから、ゴミや防災に関する多言語化などを進
めており、「6-1参加と協働によるまちづくり（多
文化共生の推進）」の項目に新たな取組方針を加
えたところである。ご意見のとおり、多方面にわ
たり対応が必要になることが想定されることか
ら、他施策と連携しながら、その充実を図ってい
きたい。

＜別紙５＞

⇒ 企画政策課

9
1-1魅力ある観光の
振興

三浦委員
将来の目標値が現在から微増に留まっており、
もっと意欲的な数値を掲げるべきではないか。

成果目標にも、「多くの観光客が訪れる」と掲げ
られており、現在の実績値が将来の目標値を達成
したのであれば、更に上を目指すべきかと思う。
内需拡大が厳しい状況にあり、総合計画各施策の
成果目標の達成状況も芳しくない状況にあるので
あれば、目標を大きく達成している観光分野を重
点的に強化し、外から人を呼び込み、お金を稼ぐ
ことが非常に重要だと感じる。

日帰り客の実績は、2017＝346.7万人、2018＝378
万人である。2018は維新博の影響が大きく、観光
客が増加した。2024の目標値は、ここ数年の推移
を基に、今後も着実に観光客数の伸びを維持して
いくことを目指して設定したものである。

⇒ 観光振興課

10
1-1魅力ある観光の
振興

三浦委員
観光は、一市だけで成立しないため、他市と連携
した広域的な観光振興施策があるべきではない
か。

広域連携については、近隣５市町で構成する協議
会で、広域的に観光、地域産品、商品流通事業を
実施し、また、長崎街道沿線８市等で構成してい
る協議会では、「砂糖食文化」をテーマとして連
携した事業を行うなど、近隣市町との連携による
観光資源の掘り起こしや、誘客促進を行っている
ところである。
意見も踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■背景と課題【課題】３つ目
観光客誘致のためには、情報発信が極めて重要で
あり、多様な観光資源を効果的に結び付けてＰＲ
するとともに、ターゲットに応じた適切な情報発
信ツールの活用を図る必要があります。

■取組方針
1-1-2 観光客の誘致
ターゲットに応じた情報発信ツールを適切に活用
し、本市の観光情報やイメージを積極的かつ効果
的に発信することにより、宿泊客を中心とした観
光客の増加に努めます。

⇒

■背景と課題【課題】３つ目
観光客誘致のためには、情報発信が極めて重要で
あり、広域的な連携も図りながら多様な観光資源
を効果的に結び付けてＰＲするとともに、ター
ゲットに応じた適切な情報発信ツールの活用を図
る必要があります。

■取組方針
1-1-2 観光客の誘致
ターゲットに応じた情報発信ツールを適切に活用
し、広域的な連携も図りながら本市の観光情報や
イメージを積極的かつ効果的に発信することによ
り、宿泊客を中心とした観光客の増加に努めま
す。

観光振興課

11
1-1魅力ある観光の
振興

三浦委員

1-1-5（外国人観光客の対応）は、新規施策という
こともあるかと思うが、どのような方向性で取り
組もうとしているかが分からないため、事業内容
をもう少し具体的に掲げるべきではないか（外国
語の案内、キャッシュレスなど、色々とやるべき
ことがあるかと思う）。

外国人観光客の対応として、観光施設の案内表示
やパンフレットの多言語化、外国人を配置した観
光案内、海外に向けた情報発信等に取り組んでき
た。総合計画には具体的な事業内容を記載してい
ないが、新たに基本事業のひとつに掲げ、その
時々のニーズを捉えながら、外国人観光客の受入
体制の整備を進めていきたい。なお、キャッシュ
レス決済については商業振興の計画に記載されて
おり、外国人観光客対応のキャッシュレス化につ
いても包含するものと考えている。

⇒ 観光振興課

12
1-2活力ある商工業
の振興

戸田委員

取組方針1-2-4で創業支援等の取り組み強化が追加
されているので、1-2-3の「新産業の創出」「企業
支援制度」といった文言は削除もしくは修正が必
要だと思う。

「1-2-4創業支援等の取組強化」については、市内
の事業所が減少している状況下で、地域経済の振
興のためには、創業者を増やす取組が必要と考
え、新たに追加したものである。一方、「1-2-3企
業誘致と新産業の創出」については、新たな企業
の誘致と併せて、新たな価値を生み出す新産業を
創出することが、地域経済振興のために必要と考
えている。そのためには、誘致企業や新産業の創
出に取り組む企業に対する支援制度の充実が必要
と考えたものである。このため、現行の記載内容
としたい。

⇒ 商業振興課

13
1-2活力ある商工業
の振興

戸田委員
成果指標の「年間商品販売額」の減少理由とし
て、産業分類の見直し及び調査設計の変更とある
が、これはどのようなものか。

○産業分類の見直しは、日本標準産業分類第１２
回改定が行われ、「その他の飲食料品小売業」の
一部が「持ち帰り飲食サービス業」及び「配達飲
食サービス業」に変更となるなど、商業統計調査
の対象外になる等の変更が生じた。
○調査設計の変更は、2014年の商業統計調査が経
済センサスと一体的に実施されたことから、全産
業共通の調査票が配布され、商業独自の集計に必
要な数値（商品販売額等）が得られなかった事業
所が存在した。

⇒ 商業振興課
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14
1-3賑わいあふれる
中心市街地の活性化

戸田委員 成果指標の「主要商店街通行量」の減少理由は。

中心市街地居住者数の増加は、この間の佐賀市中
心市街地における特徴的かつ大きな変化だと思う
ため、中心市街地の役割の変化を示す上でも、居
住者数を指標に追加することに賛成である。
その上で、通行量の大幅な減少はどのように捉え
れば良いのでしょうか。調査日や調査地点の問題
などは考えられるのか。

通行量調査は、毎年度、佐賀商工会議所が７月下
旬の４日間（木、金、土、日）、定点の１２か所
で調査を実施している。
昨年度は近年で最も高い３７度を超える猛暑が連
日続いたことと週末の台風12号接近による天候不
良により大幅な減少となったことが理由と考えて
いる。

⇒
中心市街地活
性化室

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■取組方針
1-5-2 効率的な供給体制の整備
木材の安定した供給体制を再構築するため、森
林・林業再生の拠点づくりに取り組みます。森林
施業の効率性に配慮し、災害に強い林内作業路や
林道等の基盤整備を行います。また、新たな森林
経営管理制度を活用し森林施業の集約化を行うと
ともに、高性能林業機械の導入を促進し、効率性
や安全性の向上を図ります。

⇒

■取組方針
1-5-2 効率的な供給体制の整備
木材の安定した供給体制を再構築するため、森
林・林業再生の拠点づくりや新たな森林経営管理
制度を推進します。また、災害に強い林内作業路
や林道等の基盤整備を行い、高性能林業機械の導
入を促進するとともに、IT等の先端技術を活用し
たスマート林業の実現に向けた取り組みを進め、
森林施業の効率化・省力化を図ります。

森林整備課

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■取組方針
1-6-3 水産業経営環境の整備
漁業経営の安定と生産環境改善に向けて、浚渫等
による漁港の環境整備を進めるとともに、ノリ製
品の高品質化、生産コストの削減、労働時間の短
縮等のための施設整備を支援します。

⇒

■取組方針
1-6-3 水産業経営環境の整備
漁業経営の安定と生産環境改善に向けて、浚渫等
による漁港の環境整備を進めるとともに、ノリ製
品の高品質化、生産コストの削減、労働時間の短
縮等のためのIT活用の検討や施設整備を支援しま
す。

水産振興課

16
1-6特色ある水産業
の振興

戸田委員

漁業生産額が当初の目標を上回って増加している
ようだが、【背景】をどのように理解すればよい
か。
25ページにあるとおりノリの単価の上昇にあると
すると、今後の目標値の設定は妥当な値（比較的
容易に達成可能な目標）と理解してよいか。

漁業生産額について、ノリの販売枚数は基準値で
ある２０１３年とほぼ変わりはないが、全国的に
ノリの生産枚数が減少しているため、１枚当たり
の単価が、２０１３年より約３円ほど高くなって
いるので、目標値を上回っている。

将来の目標値については、佐賀県有明海漁業協同
組合の目標生産額（２３１億２，５００万円）の
うち、佐賀市が佐賀県全体で占めている割合の約
７３％（１６８億９，０００万円）と、漁船漁業
の生産額（約２億円）を加えた額としているた
め、妥当な目標値と考えている。

⇒ 水産振興課

17
2-1総合的な防災・
危機管理対策の充実

山本委員
自主防災組織を結成し、実際に補助金を使ってど
の様な活動や防災訓練が行えているのか等の資料
があっても良いのではないか

自主防災組織率は高いが、アンケートでは市民の
防災に対する意識は低く、日頃からの備えも出来
ていないのが現状である。他の自主防災の取組等
を紹介し、佐賀市全体の防災力を高めていくこと
が大事である。

現在、自主防災組織の活動を支援するために、自
主防災組織研修会や防災に関する出前講座、市
ホームページ等により自主防災組織活動事業費補
助金の対象となる事業内容や他地区の取り組み事
例の紹介などを行っているところである。
今後も引き続き、自主防災組織の防災意識の向上
が図られるよう取り組んでいきたいと考えてい
る。

⇒ 消防防災課

18
2-1総合的な防災・
危機管理対策の充実

山本委員 消防団員の確保をもっと進めるべきではないか
佐賀市の消防団は定年制があるため、減少に歯止
めがかからない一因と思われる。今後を見据えて
も定年制は撤廃すべきと考える。

現在、市ホームページや情報誌、ラッピングバス
等による広報を行ったり、消防団員ＯＢで消防団
活動に協力できる人を支援団員として任命し、活
動してもらう制度を設けるなど消防団員の確保の
ため様々な施策を実施しているが、これからも消
防団員の確保のため各種施策に取り組んでいきた
い。
定年制の導入については、平成18年度から平成20
年度にかけて当時の消防団長8名による佐賀市消防
団の統一に向けた会議が開催され、その会議の中
で協議され決定された経緯がある。定年制は、団
員の高齢化の抑制及び組織の活性化を図るために
も有効な方策のひとつであると考えており、消防
団長会議における決定事項でもあるため尊重した
いと考えている。

⇒ 消防防災課

19
2-1総合的な防災・
危機管理対策の充実

山本委員
避難行動要支援者の情報の共有と避難方法や体制
づくりができないか

要支援者の情報も警察・消防・民生委員と伝わっ
ているが、どこまで（隣近所）共有してよいか明
確ではない。災害時に寝たきりの方や車いすの方
の避難方法や体制が出来ていない。やはり、地域
での日頃からの見えるコミュニティづくりが大切
になってくる。

避難行動要支援者名簿については、避難支援等関
係者（民生委員や自治会長、消防団等）に対する
情報提供に同意された方の名簿になるが、関係者
以外の方であっても要支援者の支援員に対して
は、情報提供は可能であると説明している。よっ
て、隣近所の方であっても地域と連携して見守り
や災害時に支援していただける方までは情報提供
は可能であると考えている。
また、避難の際に、特に配慮が必要な方の避難方
法や経路等については、日頃より、自主防災組織
をはじめ、地域の中で、話し合いを進めていただ
くようにお願いしている。このように、支援を必
要とする方への見守り活動等を通して、住民同士
が助け合い、支え合う地域づくりを推進していく
ことで、地域防災力の向上に繋げていきたいと考
えている。

⇒ 消防防災課

15

1-5森林保全と林業
の振興

1-6特色ある水産業
の振興

江頭委員
スマート農業とあるが、水産業や林業の分野にお
いてもＩＴ化の見通し等も積極的に盛り込んで欲
しい。

農業施策では、ＩＴの活用による人材や労働力の
確保などスマート農業という記載がある。水産業
や林業の分野もＡＩやＩoＴを使った省力化など、
将来に向かった魅力ある生産の形への取組を行い
始めている。将来のビジョンづくりであるなら
ば、そういった取組は必ず入れていただきたい。
また、現状もしっかり認識していただきたい。

3
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20
2-1総合的な防災・
危機管理対策の充実

中野委員

温暖化による自然災害も増える中、防災に関して
の関心も高く、危機管理対策を充実させるために
も多言語での対応が望まれると思う。

グローバル化の進展として海外からの観光客増え
ている中、2019年に出入国管理法が改正されて、
より外国人労働者が増えてくる。外国人労働者が
増えることでの先駆けた対策が多方面に必要にな
る。佐賀県でも外国人居住者への対応を充実させ
るために多方面で準備中だが佐賀市ではどうか。

市ホームページの多言語による表示や避難場所に
設置している看板の4か国語表示、佐賀市総合防災
訓練への外国人の参加、佐賀市に転入された外国
人に対して『防災のポイント』(４カ国版)を配布
するなどの取組を行っている。
この他に、今年度、地域における外国人と日本人
の顔の見える関係の構築のために、県の『多文化
共生地域連携推進事業』に取り組むこととしてい
る。

⇒ 消防防災課

21
2-2安全で美しい河
川環境の適切な管理

戸田委員
清掃活動会の参加者が5年前は増加傾向としていた
のが、減少に転じているとされているが、どのよ
うな背景が考えられるか。その対策はあるか。

地域住民の高齢化と若い世代の参加が少ないこと
が要因であると考えられる。即効性のある対策は
ないが、潜在的に参加可能な人達の参加を促すこ
と、子どもの頃から川を愛する意識を醸成する施
策を継続的に行っていく必要がある。河川清掃参
加者を確保する具体的な取り組みについては、佐
賀市水対策市民会議の場で検討を進めている。

⇒ 河川砂防課

22
2-3地域で守る生活
者の安全確保

戸田委員

犯罪率、人身交通事故発生率ともに大幅に減少(改
善)しているが、どのような背景があるのか。デー
タは同じものか。人身交通事故発生率について
は、今後の目標も大幅な改善を想定しているが、
達成の見込はあるのか。

◎犯罪率
■背景：全国的にも減少傾向にあるが、警察をは
じめ、地域、学校等、関係機関・団体、民間企
業、マスコミ等と連携して、市民の生活安全意識
の高揚や自主的な生活安全活動の推進、生活安全
のための環境整備に取り組んできた成果であると
考えている。
■データ：同じものである。

◎人身交通事故発生率
■背景：全国的にも減少傾向にあるが、道路交通
環境の整備も含めた佐賀市交通安全計画に基づ
き、警察をはじめ、地域、学校等、関係機関・団
体、民間企業等と連携して交通安全に取り組み、
また、平成２９年度以降は、市長の強いリーダー
シップの下、市民総ぐるみで交通事故ゼロ“脱
ワーストワン””脱ワーストレベル”キャンペー
ンを実施してきた成果であると考えている。
■データ：同じものである。
■達成の見込み：かなり厳しい目標設定としてい
るが、市民の交通安全に関する意識は間違いなく
向上してきており、また、「安全運転サポート
車」の普及も加速する見込みから、交通安全に関
する取組を地道に継続することで、目標達成した
いと考えている。

⇒ 生活安全課

23
2-4計画的な土地利
用の推進

香月委員 50戸連たん制度の見直しの考えはあるか。

課題に「拡散型市街地の進展は社会資本の整備な
ど、様々な問題を引き起こす可能性がある」と記
載されている。土地利用の規制・誘導という取組
があっても、実際には50戸連たんをはじめとして
住宅の供給が、この7、8年間、ゆめタウン一つ分
ぐらい毎年続いていると思っている。一方では規
制と言いながらも、現実問題として宅地がそれだ
け供給されている。

・担当部署にて一定の整理を行っているが、見直
しに際しては、市民や関係者に大きな影響を及ぼ
すと認識している。
・見直しの是非も含め、慎重かつ丁寧に検討を進
めていく。

⇒ 都市政策課

24
2-4計画的な土地利
用の推進

江頭委員
「コンパクトなまちづくり」を行う方針を明記す
べきではないか

・川副町に住んでいるが、買物する場所も限られ
ており、高齢になると複数の病院を掛け持ちして
通院する機会が多くなる。将来の運転免許返納の
ことを考えると不安になる。人口減少社会では、
市内全域で人が増えることはないので、交通手段
を確保しながら、いくつかの拠点に誘導していく
政策が必要ではないか。
・佐賀市内に複数の病院、食料・衣料品などの店
舗を集約した各拠点を配置する必要がでてくるの
ではないか。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

・「基本構想4　土地利用」に記載のとおり、既存
ストックを活用したコンパクトな市街地形成を誘
導しつつ、それぞれの拠点性を高めるような土地
利用の規制・誘導を今後も行っていく。
・「コンパクトなまちづくり」については、現
状、「線引き制度」を堅持することで、「都市機
能集約型のコンパクトなまちづくり」を目指して
おり、その方針は関連計画である「都市計画マス
タープラン」に示している。
・本計画の基本構想には、「コンパクトなまちづ
くり」について触れているが、より明確になるよ
う「2-4計画的な土地利用の推進」の取組（基本事
業）「②土地利用の規制・誘導」の文言を一部修
正する。

■取組方針
2-4-2 土地利用の規制・誘導
各種法規制や開発許可制度の運用などによる適正
な土地利用の規制・誘導を行います。

⇒

■取組方針
2-4-2 土地利用の規制・誘導
都市機能集約型や地域拠点連携型のまちづくりの
実現に向け、各種法規制や開発許可制度の運用な
どによる適正な土地利用の規制・誘導を行いま
す。

都市政策課

25
2-4計画的な土地利
用の推進

荒牧委員

・50戸連たんを実施後、どのような開発が進行し
ているのかについてのデータを示してほしい。

・上記施策実施後、現佐賀市外（小城市、神埼市
等）からの人口の流入動態を示してほしい。

「コンパクトシティとする」ことは法的に定めら
れている。佐賀市においてコンパクトシティとは
何かを議論する際には、人口がどのような土地に
はりつき、その地域からどのような交通体系で動
かすかが基本となる。

＜別紙６＞ ⇒ 都市政策課

4



第２次佐賀市総合計画・中間見直し案に対する意見（総合計画審議会）

番号 項目（施策名など） 委員名 意見 趣旨、理由など 対応 見直し素案（修正前） 見直し素案（修正案）※青字 担当課

26
2-5市民生活を支え
る総合交通体系の確
立

戸田委員

計画策定時は「バスの利用者は年々減少し」と
あったのが、改善したのにはどのような背景があ
るのか（とてもいいとだと思う）。今後さらなる
改善は期待できるのか。

依然として利用者が減少しているバス事業者もあ
るが、学生向けのお得な定期券の販売や、佐賀空
港線のインバウンド客の増加などにより、市営バ
スの利用者が増加している。今後の利用を増やす
ためには、若年層の利用増が必要だと考えてお
り、現在バス事業者と連携して、学生に「お試し
乗車券付利用促進チラシ」を配布したり、バス乗
車を条件にしたイベントを実施したりすること
で、利用促進を図っている。今後もバス事業者と
連携した取組を行うことで利用促進に努めたい。

⇒ 企画政策課

27
3-1互いに支え合う
地域福祉の充実

戸田委員
44ページで「互助」が追加されていますが、どの
ような意図があったのか。また、脚注の互助、共
助の説明はこれでよいのか。

【意図】佐賀市第３期地域福祉計画（計画期間：
2016～2020）において、福祉に関する取り組みを
「自助」・「互助」・「共助」・「公助」の４つ
の視点で整理しており、今回、地域福祉計画との
整合性を図った。
【脚注】「互助」は相互に支え合うという意味で
「共助」と共通するが、向こう三軒両隣など、よ
り身近な人との助け合いを進めていく上で、地域
福祉計画に沿って記載した。

⇒ 福祉総務課

28
3-3共生社会をめざ
す障がい者福祉の充
実

園田委員

【背景】１点目について、本市の障がい者数が毎
年増加しているため、今後も支援を必要とされる
方が増加するということは分かるが、障がい者数
が毎年増加している要因は何か。

近年、精神障がい者数の増加が著しいが、不況な
どの社会不安の広がりにより、心の病を患うよう
になった人が多くなったこと、また精神疾患に対
する認知度が高まって受診への抵抗感が薄れたこ
とによるものと考えている。

⇒ 障がい福祉課

29
3-3共生社会をめざ
す障がい者福祉の充
実

園田委員
「農福連携」のような取組について、林業や水産
業でも取り組めないか。

林業、水産業も担い手育成が取り組まれている中
で、障がい者の就労支援が「農福連携」だけであ
る理由は何か。

〇農業以外の想定もしており、ご意見を踏まえ、
次のとおり修正したい。

〇「見直し理由」について、次のとおり修正した
い。
・労働力や担い手不足が農業生産の現場をつなぎ
　⇒労働力や担い手不足が課題の農業等の生産の
　　現場をつなぎ

■取組方針
3-3-3 就労への支援
一人でも多くの障がい者が就労できるよう、国や
県の各関係機関・窓口との連携を強化します。ま
た、一般就労が困難と思われる障がい者について
は、農福連携の推進などにより多様な福祉的就労
の場を確保するとともに、障がい者就労施設等か
らの物品調達を推進するなど、障がい者の工賃
アップを図り、障がい者の経済基盤の強化に努め
ます。

【用語説明】
*農福連携：農業と福祉が連携する取り組み。働く
機会を求める障がい者と労働力・担い手が不足す
る農業生産者が連携することで、双方の課題解決
を図る。

⇒

■取組方針
3-3-3 就労への支援
一人でも多くの障がい者が就労できるよう、国や
県の各関係機関・窓口との連携を強化します。ま
た、一般就労が困難と思われる障がい者について
は、農業など異業種との連携推進などにより多様
な福祉的就労の場を確保するとともに、障がい者
就労施設等からの物品調達を推進するなど、障が
い者の工賃アップを図り、障がい者の経済基盤の
強化に努めます。

【用語説明】
 *農福連携：農業と福祉が連携する取り組み。働く
 機会を求める障がい者と労働力・担い手が不足す
 る農業生産者が連携することで、双方の課題解決
 を図る。

障がい福祉課

30
4-1地球にやさしい
低炭素社会の構築

橋本委員
目標に「再生可能エネルギー」の導入目標とか普
及率等を設定されてはどうか。

記載内容に「再生可能エネルギー」が多いこと
と、エネルギーの地産地消の方向性が重要である
ため。

関連計画「地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）」の施策の軸として「再生可能エネルギーの
導入と利用の最適化」を掲げており、市としても
可能であれば目標値を設定したい考えはある。
しかしながら、市域の再生可能エネルギー導入量
等を把握する手段がないか様々な関係部門に相談
しているが、導入量（発電量）や設置状況(普及
率)を明確に把握できる方法が得られていない。

⇒ 環境政策課

31
4-1地球にやさしい
低炭素社会の構築

戸田委員
成果指標の1つとして、温室効果ガス削減率が挙げ
られているが、脚注などで補足説明した方がいい
のではないかと思う。

意見を踏まえ、次のとおり素案に追加したい。 ⇒

【用語説明】
*温室効果ガス排出量：地球温暖化対策実行計画
(区域施策編：H31.3策定)において、2030年度まで
に市域の温室効果ガス排出量を2013年度比27％削
減する目標を掲げている。温室効果ガスは、赤外
線を吸収し再放出するため、地球を暖める効果を
持つ。主に燃料の使用や電気・熱の使用に伴って
排出される。
※主な算出方法：国の統計資料等を基に佐賀市の
規模(世帯数、産業人口など)に応じて按分。

環境政策課

32
4-2持続可能な循環
型社会の構築

櫃本委員
廃棄物の発生抑制として食品ロスも大事だが、プ
ラスチック問題は、日本ではかなり重要ではない
か。

リサイクルではなく、プラゴミゼロの勢いが必要
なほど、今度問題になるかと思う。

ご意見を踏まえ、次のとおり素案に追加したい。

プラスチックは我々の生活に利便性と恩恵をもた
らし、その機能の高度化を通じて食品ロスの削減
やエネルギー効率の改善等に寄与し、社会的課題
の解決に貢献してきた。一方、廃棄物処理制度に
より回収されず、意図的・非意図的に排出された
海洋プラスチックごみが、長期間にわたり環境中
にとどまることから、地球規模での生態系や生活
環境等への悪影響が懸念されている。
本市としては、国が策定した「プラスチック資源
循環戦略」に基づき、不必要なワンウェイプラス
チックの排出抑制に向けた取り組みを始め、リ
ユース容器・製品の利用促進、ごみ分別の徹底な
ど、より一層の３Ｒ推進が必要と考えている。ま
た、ポイ捨てや不法投棄等によるプラスチックご
みの海洋流出を防止するためにも、幅広い普及啓
発・広報を通じて、海洋プラスチック問題にも触
れた環境教育の推進も重要であると考えている。

■背景と課題【課題】４つ目
・市内の山間部や河川敷、海岸などには、廃棄物
の不法投棄が見受けられますが、廃棄物の不法投
棄は環境に大きな影響を及ぼすことが懸念される
ため、不法投棄の防止を図る必要があります。

⇒

■背景と課題【背景】に追記
・海洋プラスチックごみによる地球規模での環境
汚染による生態系、生活環境等への悪影響が懸念
され、国連をはじめとする様々な国際会議におい
て、重要かつ喫緊の課題として議論が行われてい
ます。

■背景と課題【課題】４つ目
・市内の山間部や河川敷、海岸などには、廃棄物
の不法投棄が見受けられますが、廃棄物の不法投
棄は、海洋プラスチックの問題をはじめ環境に大
きな影響を及ぼすことが懸念されるため、不法投
棄の防止を図る必要があります。

【用語説明】
＊海洋プラスチック： 国民生活や事業活動に伴い
海域や陸域で発生したプラスチックごみの一部
が、廃棄物処理制度により回収されず、意図的・
非意図的に環境中に排出され、様々なルートを
辿って海域に流出したプラスチックごみ。

循環型社会推
進課
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第２次佐賀市総合計画・中間見直し案に対する意見（総合計画審議会）
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33
4-3暮らしに身近な
生活環境の向上

園田委員
【背景】【課題】【取組方針】の中に、有害鳥獣
についての記載があるべきではないか。

成果指標の「生活環境苦情件数」にカラス等の有
害鳥獣による苦情も指標に含めたことにより基準
値、目標値の件数が増えていることが【見直しの
理由（青文字）】には書かれているが、【背景】
【課題】【取組方針】の中に、有害鳥獣について
の記載がない理由はなぜか。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■背景と課題【背景】１つ目
・大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害や
ペットの適正飼育、空き家・空き地等に係る生活
環境の苦情・相談が寄せられており、身近な生活
環境への関心が高くなっています。～

■背景と課題【課題】１つ目
・大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策
については、継続的な観測が必要であるととも
に、ペットの飼育マナーなど、生活に身近な環境
問題について苦情が増加していることから、取組
を充実する必要があります。～

■取組方針
大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策、
ペットの飼育マナーや空き家等の適正管理など、
生活に身近な環境問題について、適切な観測、相
談・指導体制を充実します。～

⇒

■背景と課題【背景】１つ目
・大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害や
ペットの適正飼育、カラス等の有害鳥獣、空き
家・空き地等に係る生活環境の苦情・相談が寄せ
られており、身近な生活環境への関心が高くなっ
ています。～

■背景と課題【背景】１つ目
・大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策
については、継続的な観測が必要であるととも
に、ペットの飼育マナー、カラス等の有害鳥獣な
ど、生活に身近な環境問題について苦情が増加し
ていることから、取組を充実する必要がありま
す。～

■取組方針
大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策、
ペットの飼育マナー、カラス等の有害鳥獣対策や
空き家等の適正管理など、生活に身近な環境問題
について、適切な観測、相談・指導体制を充実し
ます。～

環境政策課

34
4-3暮らしに身近な
生活環境の向上

戸田委員

4-3暮らしに身近な生活環境の向上において、背景
の１つ目に、空き家問題および空家特措法のこと
が挙げられているが、取組や成果指標・目標の中
では言及はなくてよいか。合わせて、この問題に
ついて環境分野（4-3）ではなく、都市や建築を取
り扱う箇所や課（空家等対策計画等をご担当の部
局）で取り上げることはできないのか。その方が
積極的に言及ができるのではないかと考える。

・空き家問題については、空家特措法に基づく
「佐賀市空家等対策計画」を策定し、対策の基本
的取り組みを定めている。
・成果指標は、「生活環境苦情件数」に含めてお
り、2024年の目標値300件のうち、200件が空き家
空き地の生活環境苦情の目標値としている。
（2018年の基準値は253件）

・環境分野ではなく、都市や建築の分野で取り上
げることはできないのかとのご意見であるが、土
地利用の規制・誘導を進めながら適正な管理が行
われていない空家等を減らす対応の必要性は感じ
ているが、空家等となる要因は所有・相続の問題
や経済的な問題、利活用の問題など多様であり、
現状としては現在の施策のままで対応し、関係施
策や関係部署と連携することが妥当と考えてい
る。

⇒ 環境政策課

35
5-1安心して子育て
できる環境の充実

古賀委員
待機児童について、学年や地区に応じた対応がで
きないか。

春日小学校区の放課後児童クラブは、1年生の時は
概ね入れるが、2年生になった途端に10番や20番待
ちとなる。共働きの中で大変困られている方もい
る。地区やその時々の年に応じても多少差がある
が、学校の教室自体が空いている地区もあるよう
なので、ある程度対応できないものか。

放課後児童クラブについては、年々申込が増えて
おり、特にここ１～２年は急激に増加している状
況である。市としては、各小学校の余裕教室の活
用や近隣の公共施設の活用、また専用施設の整備
を行うとともに、児童を見守る指導員の確保を図
るなど行っているが、校区によってはこれらの整
備が申込に追い付かず、待機児童が発生している
状況である。市としては、今後も場所と指導員の
確保を行い、放課後児童クラブを希望する児童す
べての受入ができるよう進めていく。

⇒ 子育て総務課

36
5-1安心して子育て
できる環境の充実

内田委員
5-1-3子育て環境の整備において、体制整備の文言
が消えているが、残しておくべきではないか。

児童虐待への対応について事業立てがされたこと
は非常によいと思うが、現行記載の「専門性と長
期的対応が必要な相談にも対応できる体制の整
備」が今回の見直しで消えているが、その部分が
とても求められており、市と小学校現場のことを
相談しているところでもある。この体制整備やさ
らなる人的配置なども必要である。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。 ⇒ 子育て総務課

37
5-1安心して子育て
できる環境の充実

鶴丸委員
5-1-3子育て環境の整備において、乳幼児の早い時
期の文言が消えているが、残しておくべきではな
いか。

「乳幼児の早い時期から」親の子育てに対する不
安を解消するためという記述が消えているが、0、
1、2歳児の子育てはとても大切で、児童虐待にも
繋がる時期だと思う。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。 ⇒ 子育て総務課

38
5-1安心して子育て
できる環境の充実

富吉委員
5-1-4児童虐待へ対応において、警察という記述を
明記できないか。

児童虐待は、現実問題として児童相談所ではもう
手に負えないような事例があっている中で、警察
という記述を入れた方が取組が一歩前に出るので
はないか。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■取組方針
5-1-4 児童虐待への対応
深刻化する児童虐待に対応するために、虐待の発
生予防や早期発見・早期対応に努めるとともに、
児童相談所などの関係機関との連携強化を図りま
す。

⇒

■取組方針
5-1-4 児童虐待への対応
深刻化する児童虐待に対応するために、虐待の発
生予防や早期発見・早期対応に努めるとともに、
児童相談所、警察などの関係機関との連携強化を
図ります。

子育て総務課

■取組方針
5-1-3 子育て環境の整備
 子育て家庭からの気軽な相談や、児童虐待など専
 門性と長期的対応が必要な相談にも対応できる体
 制の整備とともに子どもを守る環境の整備を図り
 ます。
 また、乳幼児の早い時期から親の子育てに対する
不安を解消するために、親同士の交流の場づく
り、学ぶ機会の提供などに取り組みます。あわせ
て、子育てサークルや地域の子育て支援に関わる
団体等の育成を図り 、地域で見守り支え合う子育
 て・親育ちを支援します。

■取組方針
5-1-3 子育て環境の整備
子育て家庭からの気軽な相談や、 児童虐待など専
門性と 長期的対応継続的支援が必要な相談にも対
応できる体制の整備 とともに子どもを守る環境の
 整備を図ります。
また、乳幼児の早い時期から親の子育てに対する
不安を解消するために、親同士の交流の場づく
り、学ぶ機会の提供などに取り組みます。あわせ
て、子育てサークルや地域の子育て支援に関わる
団体等の育成を図り 、地域で見守り支え合う子育
 て・親育ちを支援します。
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39
5-1安心して子育て
できる環境の充実

戸田委員
背景の３つ目に、待機児童問題が挙げられている
が、保育・子育てサービス・環境の充実について
の取組や成果指標・目標を掲げなくてよいか。

現在、保育や各種子育てに関する取組について
は、資料68ページの「関連する計画」に記載して
いる「佐賀市子ども・子育て支援事業計画」にお
いて、各事業の目標や計画値を掲げ事業を実施し
ているところである。ご意見をいただいた各個別
の取組については、今後も「佐賀市子ども・子育
て支援事業計画」において位置付けていきたい。

⇒ 子育て総務課

40
5-2就学前からの教
育の充実

園田委員

成果指標と目標値について、「幼稚園・保育所
（園）から小学校へ円滑に接続できたと思う小学
校1年生の学級の割合」の数値の出典やその概要は
どういったものか。

佐賀市では、円滑な幼保小接続を図るため、年長
児１２月から小学校１年生５月にかけての幼保小
接続期プログラム「えがおわくわく」を策定・実
践している。当該数値は、毎年プログラム終了後
の６月に、市立小学校の全１年生担任（Ｈ３０は
７６人）へアンケートを実施し、「①とてもス
ムーズに接続できた」「②スムーズに接続でき
た」「③あまりスムーズな接続ではなかった」
「④スムーズな接続とはいえなかった」から①と
②を選んだ割合である。

⇒ 教育総務課

41
5-3家庭・地域・企
業等の教育力の向上

園田委員
成果指標と目標値について、「佐賀市が好きと回
答した割合（小学4年生から中学３年生）」の数値
の出典やその概要はどういったものか。

佐賀市教育委員会で、「佐賀市教育振興基本計
画」を策定しており、その進捗状況を確認し、市
民の方々の意見を各事業に反映していくために毎
年調査している「平成３０年度佐賀市教育政策市
民満足度調査」から算出。
対象者については、毎年、小中学校を割り振り、
学年も割り振りして抽出し、学校を通じて調査し
ている。
H30回収率97.5％（対象783/803）
H29回収率97.5％（対象776/796）
H28回収率97.7％（対象759/777）

⇒ 社会教育課

42
5-3家庭・地域・企
業等の教育力の向上

三浦委員

成果目標と成果指標がミスマッチしているのでは
ないか。まなざし運動の認知度は、知っているだ
けでは成果にならないように感じる。また、子供
の佐賀市が好きかどうかは、大人の関わりより
も、友達関係や地域環境などの要因が大きいかと
感じる。例えば、異世代との交流イベントの回数
や参加者数、参加者の満足度、又、子ども・若者
支援事業での相談件数や行政が関与したことで解
決した件数などを指標にされた方が良いのではな
いか。

まなざし運動の認知度は、開始当初に比べて上昇
したものの、未だ30％台で推移している。各地域
で、実際に行われている「祭り」や子どもの「出
番」「役割」を創出するイベントなどの場自体が
「まなざし運動」の一環と認識していただくため
に、のぼり旗やポスターなどのグッズを掲示して
いただき、まずは認知度の向上を目指している。
この運動の成果である、市民が子どもへのまなざ
し運動を意識して子どもと関わるようになった割
合については、佐賀市教育振興基本計画で調査し
ている。
「佐賀市が好き」の指標については、子どもへの
まなざし運動の成果として、子どもが郷土に愛着
と誇りを持つことがあるため、今回追加してい
る。
他の新たな指標の追加については、個別の計画等
で検討していきたい。

⇒ 社会教育課

43
5-5誰もが楽しめる
市民スポーツの充実

園田委員
成果指標と目標値について、「運動やスポーツが
好きな小中学生の割合」の数値の出典やその概要
はどういったものか。

スポーツ庁が子どもの体力・運動能力を把握・分
析し、その改善を図ることを目的に毎年実施して
いる「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の
基礎資料となる、佐賀市の調査結果を基に基準値
を算出した。
対象は小学5年生と中学2年生で、佐賀市内の全小
中学校（平成30年度の調査は小学校35校児童数
1271名、中学校18校997名）から回答を得ている。

⇒
スポーツ振興
課
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第２次佐賀市総合計画・中間見直し案に対する意見（総合計画審議会）

番号 項目（施策名など） 委員名 意見 趣旨、理由など 対応 見直し素案（修正前） 見直し素案（修正案）※青字 担当課

44
6-1参加と協働によ
るまちづくり

園田委員

6-1-4多文化共生の推進において、在住外国人への
支援は多岐にわたるものではないかと思うが、ど
ういう事業内容を想定されているのか。
また、その事業内容が、実際の在住外国人の方や
その活動団体とともに考えられているのか。

在住外国人への支援は必要だと感じるので、総合
計画の中に明記されることは重要だと思う。しか
し、自分自身は専門家ではなく具体的な内容はわ
からないものの、支援内容は多岐にわたるもので
はないかと思うので、多文化共生の推進の中だけ
に含めてしまうことに違和感がある。

在住外国人が佐賀市で生活を始める際に直面する
問題に、ごみの分別があり、在住外国人の協力の
もと、多言語のごみ分別パンフレットの作成し
た。また、佐賀市総合防災訓練に市内大学の留学
生に参加してもらい、消火器や担架の使い方を日
本人と共に体験していただいた。教育分野では日
本語指導担当教員を配置して指導を行っている。
今後も、在住外国人の意見を把握し、多岐にわた
る分野でニーズを満たす事業を積極的に展開して
いきたい。

⇒ 協働推進課

45
6-1参加と協働によ
るまちづくり

戸田委員

地域コミュニティ組織（まちづくり協議会）を中
心として進めてこられた参加と協働によるまちづ
くりは先進的かつ特長的な取組だと理解してい
る。その上で、見直し理由として「まちづくり協
議会の設立が最終目標に近づいたことから、次の
段階として協議会活動の支援や連携の推進へ取組
方向を移行する」と挙げられているが、設立数以
外の活動の実質化をとらえるような指標を工夫す
ることはできないか。もしあれば、より積極的な
アピールになるのではと考える。

「活動の実質化をとらえるような指標」として想
定されるのは、「まち協として取り組んだ事業
数」になると思われるが、まち協は校区ごとに地
域特性に応じた地域課題の解決に取り組んでおら
れるのが現状である。
具体的には、移動支援事業や徘徊高齢者対策など
に取り組まれるまち協があり、目に見える成果が
表れてきているところもある。これらはまち協同
士の情報交換や校区独自の課題解決により、地域
主体で取り組まれている成果であり、こういった
取組を他の校区にも広げていくような支援を図る
必要がある。また、各種団体の既存の活動を拡充
し、地域課題に取り組まれているものもあり、ま
ち協の事業として表れてこない活動も多くある。
よって、それぞれのまち協の課題解決のための
「研修」「交流」「情報交換」等、行政が実施す
るイベント数などが成果指標として適しているの
かということも併せて、全校区設立後の支援の在
り方を検討する中で、第３次総合計画策定時点で
新たな成果指標を提示したいと考える。

⇒ 協働推進課

46
6-1参加と協働によ
るまちづくり

戸田委員

「参加と協働によるまちづくり」の中で、地域コ
ミュニティ組織とも関わりの深い組織である自治
会について言及することはできないか。また佐賀
市では、他の自治体で聞かれるような、人口減少
地区での自治会の維持困難の問題や都市部での加
入率低下の問題などはないのか。こうした問題が
あるとすれば、進めておられる地域コミュニティ
組織の取組とどのように関連しているか。

地域の基礎的なつながりとなる自治会の充実が望
まれることから、取組方針において自治会の活性
化支援を掲げ、運営補助や相談支援に継続的に取
り組んでいる。佐賀市では自治会加入世帯数に大
きな変化はなく、維持困難に至る事例はないが、
総世帯数が増えており、自治会協議会と連携して
加入促進の啓発等にも取り組んでいる。
一方で、まちづくり協議会は、自治会をはじめと
した域内の各種団体、NPO、企業等のゆるやかな
ネットワークを生かし住民主体の継続的なまちづ
くりを行う組織である。ここには自治会に加入し
ていない住民も参加できるような工夫を住民自ら
が考え、話し合いのもとに事業を実施されている
地域もある。

⇒ 協働推進課

47 6-3人権尊重の確立 荒木委員 「LGBT」→「LGBTｓ」又は「LGBT等」に変更

最近の傾向として、性は多様であり、セクシャル
マイノリティがLGBTの4種類のみでは表現されない
（例：Q:自身の性別がわからない、決まっていな
い、I：男女両方）と言われており、LGBTs やLGBT
等の表現が正しいと思う。ただ一般的には、LGBT
＝セクシャルマイノリティとして認知している人
が多いので、そちらの方が万人の理解が得られる
とのお考えであれば、LGBTのままでもよい。同様
に資料2の92ページのトランスジェンダーの説明に
ついて、「生まれたときの性にとらわれない生き
方をする人」では、「Q」と混同してしまうので、
「身体的な性別と性自認が一致しない人」の方が
よい。当事者の方が、傷ついたり気にされること
の多くは、私たちが気にならない些細なことだっ
たりする。公的な資料として公表されるものなの
で、最大限配慮をする必要がある。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■成果指標と目標値
人権・同和問題に関心がある市民の割合 （女性・
子ども・高齢者・障がいのある人・外国人・ＬＧ
ＢＴなどへの偏見や差別・インターネットによる
人権侵害など）

■背景と課題【課題】１つ目
社会情勢の変化に 伴う様々な人権問題に対応する
 ためには 伴い、女性、子ども、障がいのある人、
外国人、ＬＧＢＴ、犯罪被害者などの人権問題に
ついて理解や認識を深めることが求められていま
す。～

■関連する計画
＊ＬＧＢＴ：「レズビアン（女性として女性が好
きな人）、ゲイ（男性として男性が好きな人）、
バイセクシャル（好きになる相手が同性の場合も
異性の場合もある人）、トランスジェンダー（生
まれた時の性にとらわれない生き方をする人）」
の英語名の頭文字からなる言葉で、性的少数者の
人たちの総称としても用いられている。

⇒

■成果指標と目標値
人権・同和問題に関心がある市民の割合 （女性・
子ども・高齢者・障がいのある人・外国人・ＬＧ
ＢＴｓなどへの偏見や差別・インターネットによ
る人権侵害など）
※グラフ中「ＬＧＢＴ」も「ＬＧＢＴｓ」に修正

■背景と課題【課題】１つ目
社会情勢の変化に 伴う様々な人権問題に対応する
 ためには 伴い、女性、子ども、障がいのある人、
外国人、ＬＧＢＴｓ、犯罪被害者などの人権問題
について理解や認識を深めることが求められてい
ます。～

【用語説明】
＊ＬＧＢＴｓ：「レズビアン（女性として女性が
好きな人）、ゲイ（男性として男性が好きな
人）、バイセクシャル（好きになる相手が同性の
場合も異性の場合もある人）、トランスジェン
ダー（身体的な性別と性自認が一致しない人）」
の英語名の頭文字からなる「ＬＧＢＴ」に、その
他の様々な性のあり方を表す「ｓ」を加えたも
の。性的少数者の人たちの総称としても用いられ
ている。

人権・同和政
策・男女参画
課
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48
6-4個性と能力を発
揮できる男女共同参
画社会の実現

荒木委員

成果指標と目標値「男だから、女だから」という
理由により、自分の思い通りにならないことが
あった市民の割合（市民意向調査2019年度実施）
は男女別に表さなくてよいか。

ここでは「男尊女卑」の是正について書かれてい
ると思う。18.7％→8.2％は、回答者の性や年齢を
調整しないと改善とは言えない。例えば今回は男
性の方が多く答えたなどはないのか。おそらく男
性より女性の方が「ある」「ときどきある」と答
えた割合が圧倒的に多いと思うので、グラフや数
値は男女別に表したほうが望ましい。

意見を踏まえ、詳細に実態を把握できるよう、グ
ラフは全体と男女別に表す。

⇒
人権・同和政
策・男女参画
課

49
6-4個性と能力を発
揮できる男女共同参
画社会の実現

荒木委員 課題について、佐賀市の現状を記載

他の施策の課題の多くは、「本市では…」で始ま
る、佐賀市の現状が入っているが、6-4では国の現
状のみとなっている。「あらゆる分野における女
性の活躍」が佐賀市ではどうなのか、佐賀市の女
性の審議会等への参画率等で、文章化してはどう
か。

意見を踏まえ、次のとおり素案に追記したい。 ⇒

■背景と課題【課題】２つ目に追加
・佐賀市における審議会等（法令に基づく各種審
議会、委員会等）の委員として、専門的な知識を
有する人を選任する場合には、男性の割合が高く
なる傾向にあるため、積極的に女性を起用するよ
う、継続的に働きかけを行っていく必要がありま
す。

人権・同和政
策・男女参画
課

50
6-4個性と能力を発
揮できる男女共同参
画社会の実現

園田委員
6-4-1男女共同参画の促進について、男性へのワー
ク・ライフ・バランスの働きかけが記載されても
よいのではないか。

【課題】の２点目は、男性の育児休業取得率が増
加していても、家事・育児に要する時間は女性に
比べ大変少ないことが指摘されている。その文中
に書かれているワーク・ライフ・バランスは、男
性について書かれていると読んでいた。しかし、
■取組方針の“概要”では、女性のワーク・ライ
フ・バランスの更なる推進について書かれている
ため、内容にズレを感じる。
【課題】のワーク・ライフ・バランスが女性のこ
とであれば、個人的に、女性の活躍を推進するこ
との前に、女性のワーク・ライフ・バランスに対
して、様々な世代の男性側の意識改革が必要では
ないかと感じる。

意見を踏まえ、次のとおり素案を修正したい。

■取り組み方針　概要
市民への意識啓発や審議会等への参画率の向上な
ど、社会のあらゆる分野への女性の参画を推進し
ます。企業などに対しては、女性の活躍を推進す
るために、管理職への登用や職域の拡大など、 自
 主的かつ積極的な取組の促進とワーク・ライフ・
 バランスの推進に向けた働きかけを行います。 多
様で柔軟な働き方を可能とするワーク・ライフ・
バランスの更なる推進に向けた働きかけに努めま
す。

⇒

■取り組み方針　概要
市民への意識啓発や審議会等への参画率の向上な
ど、社会のあらゆる分野への女性の参画を推進し
ます。企業などに対しては、女性の活躍を推進す
るために、管理職への登用や職域の拡大 など、に
向けた働きかけを行います。 自主的かつ積極的な
 取組の促進とワーク・ライフ・バランスの推進に
 向けた働きかけを行います。また、男女共に多様
で柔軟な働き方を可能とするため、企業などにお
けるワーク・ライフ・バランスの更なる推進に 向
 けた働きかけ に努めます。

人権・同和政
策・男女参画
課

51
7-2財政の健全性の
確保

戸田委員

背景の２つ目に歳出増加の要因として、医療・介
護給付費の増加とならび、子ども・子育て支援制
度の充実を新たに追加された意図はどういったも
のか。

両者の規模、持つ意味の違いを考えると少し違和
感を感じる。前者は必要ではあるものの健康寿命
の延伸などを通じて抑制したいものであるのに対
し、後者は政策的に拡大させようとしているもの
であるため。

第2次総合計画期間中の平成27年4月から子ども・
子育て支援制度が開始され、子育て支援の量の拡
充と質の向上が図られたことにより、子どものた
めの教育・保育給付費が大きく伸びている。計画
的、効果的な財政運営に大きく影響するため追記
したものであるが、意見を踏まえ、次のとおり現
行どおりの記載に戻すこととしたい。

■背景と課題【背景】２つ目
老齢人口の増加に伴う 介護給付費や後期高齢者医
 療費の増 医療・介護給付費の増や子ども・子育て
支援制度の充実などにより、歳出の増加は避けら
れない見通しです。

⇒

■背景と課題【背景】２つ目
老齢人口の増加に伴う介護給付費や後期高齢者医
療費の増などにより、歳出の増加は避けられない
見通しです。

財政課

52
7-3職員の資質向上
による業務執行体制
の充実

三浦委員

業務執行体制を充実させていくには、サービスの
提供者である職員の皆さまのモチベーションやモ
ラールの向上が重要になると思うので、従業員の
満足度を成果指標に追加したら良いのではない
か。

意見を踏まえ、次のとおり素案に成果指標を追加
したい。

⇒

【成果指標】
担当している仕事にやりがいを感じている職員の
割合
【現在　基準値（2018）】
　72.9％
【将来　目標値（2024）】
　80.0％

人事課
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